
─────────────────────────────────────────── 

平成19年第１回臨時会 壱 岐 市 議 会 会 議 録（第１日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                       平成19年２月13日 午前10時00分開会、開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
２番 町田 光浩 

３番 小金丸益明 
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財政課長 説明、質疑 

委員会付託 省略 

本会議・原案のとおり可決 

日程第６ 議案第３号 
芦辺漁港浄化センター（本体）建設工事請

負契約の締結について 

建設部長 説明、質疑 

委員会付託 省略 

本会議・原案のとおり可決 

日程第７ 議案第４号 
諸津漁港護岸（改良）工事請負契約の変更

について 

産業経済部長 説明、質疑 

委員会付託 省略 

本会議・原案のとおり可決 
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総務部長 説明、質疑 

委員会付託 省略 

本会議・原案のとおり可決 
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22番 近藤 団一君       23番 牧永  護君 

24番 赤木 英機君       25番 小園 寛昭君 

26番 深見 忠生君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

７番 今西 菊乃君                 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長  川富兵右ェ門君  事務局次長 山川 英敏君 

事務局係長 瀬口 卓也君   事務局書記 松永 隆次君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 …………………… 長田  徹君  助役 …………………… 澤木 満義君 

収入役 ………………… 布川 昌敏君  教育長 ………………… 須藤 正人君 

総務部長 ……………… 松本 陽治君  市民部長 ……………… 山本 善勝君 

保健環境部長 ………… 小山田省三君  産業経済部長 ………… 喜多 丈美君 

建設部長 ……………… 中原 康壽君  消防本部消防長 ……… 山川  明君 

郷ノ浦支所長 ………… （ 欠 席 ）  勝本支所長 …………… 米本  実君 

芦辺支所長 …………… 山口浩太郎君  石田支所長 …………… 瀬戸口幸孝君 

教育次長 ……………… 久田 昭生君  病院管理部長 ………… （ 欠 席 ） 

総務課長 ……………… 堤  賢治君  財政課長 ……………… 久田 賢一君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（深見 忠生君）  皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２５名であり、定足数に達しております。ただいまから、平成１９年第

１回壱岐市議会臨時会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 
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 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（深見 忠生君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、２番、町田光浩議員及び３番、

小金丸益明議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（深見 忠生君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は、本日１日と決定

しました。 

 本臨時会の招集に当たり、市長よりあいさつの申し出がありますので、これを許します。長田

市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  皆さん、おはようございます。 

 本日、平成１９年第１回壱岐市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には御健

勝にて御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、新たな年を迎え、はや１カ月余りが経過いたしましたが、消防出初め式、成人式など、

新春の恒例行事も、市民皆様の御理解と御協力により、大過なく、無事、開催することができま

した。ここに衷心よりお礼を申し上げます。 

 また、１月１日付で行いました本庁分散方式採用による機構改革につきましては、議会並びに

市民皆様の御理解により、順調に移行できたものと思っております。重ねて厚くお礼を申し上げ

ます。 

 今後も、行財政改革を推進し、財政の健全化に努めますとともに、市民の目線に立った、住み

やすい、活気あふれるまちづくりに取り組んでまいる所存でございますので、より一層の御理解

と御協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

 なお、１月に農林関係、２月に合併補助金関係を対象といたしまして、会計検査院による会計

検査が壱岐市で実施をされましたが、大きな指摘事項及び改善命令等もなく、無事終了したとこ

ろでございます。今後も適正な会計処理に努め、市民皆様の信頼をより一層得られますよう努力

してまいる所存でございます。 
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 それでは、本臨時会に提出させていただきました案件は、芦辺漁港漁業集落環境整備事業の請

負契約締結に係る案件など５件でございます。どうか、十分な審議をいただき、御賛同賜ります

ようお願いを申し上げ、開会のあいさつといたします。 

 なお、１月１日付の機構改革によりまして、今議会から、小山田保健環境部長が出席をいたし

ますので、よろしくお願いを申し上げます。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

────────────・────・──────────── 

日程第３．認定第４号 

○議長（深見 忠生君）  日程第３、認定第４号平成１７年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定に

ついて議題とします。 

 本案は、決算特別委員会へ審査を付託しておりましたので、その審査結果について委員長から

報告を求めます。決算特別委員長、お願いします。市山繁委員長。 

〔決算特別委員長（市山  繁君） 登壇〕 

○委員長（市山  繁君）  報告いたします。 

 平成１９年２月１３日、壱岐市議会議長深見忠生様、決算特別委員会委員長市山繁。委員会審

査報告書、認定第４号平成１７年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について、本委員会に付託

された認定第４号平成１７年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について審査の結果、次の意見

をつけて認定するものと決定したので、会議規則第１０３条の規定により報告します。 

 審査意見。１、市税等、多額の収入未済額が計上されている。このことは、市民の負担の公平

と財政健全化の観点からも、未収の解消を図るべきであり、市長以下、職員が一丸となり努力さ

れるよう強く要請する。また、未納者が一部の地区に多く見られるため、集中的な対策を講じる

とともに、適正な時効中断の手続を執るなど、必要な処置を講じることが急務である。２、予算

の過不足については、基本的には補正予算で対応すべきであり、流用は必要最小限に行うもので

あるが、今次決算においても流用が余りにも多い。また、その流用においても、同一節内での増

減処理が散見され、さらに、流用後に余剰が生じるなど、不適切なものが数多く見られるので、

その改善に努められたい。 

 以上でございます。 

〔決算特別委員長（市山  繁君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  これから、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 なお、ここで申し上げておきますが、委員長の報告に対する質疑は審査の経過と結果であり、

議案内容について提出者に質疑することはできませんので、御参考まで申し上げておきます。 

 質疑ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、質疑を終わり、討論を行います。討論ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終わり、採決します。この決算に対す

る委員長の報告は認定です。この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、認定第４号平成１７年度壱岐市一般会計歳

入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第１号～日程第８．議案第５号 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第４、議案第１号平成１８年度壱岐市一般会計補正予算（第

７号）から日程第８、議案第５号壱岐市附属機関設置条例の一部改正についてまで、５件を議題

とします。 

 ただいま上程しました議案について提案理由の説明を求めます。長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  提案理由につきましては、各担当部課長よりさせますのでよろしくお願

いをいたします。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  久田財政課長。 

〔財政課長（久田 賢一君） 登壇〕 

○財政課長（久田 賢一君）  議案第１号平成１８年度壱岐市一般会計補正予算（第７号）につい

て説明いたします。 

 第１条、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出１２４万８,０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を２２５億８,４０５万２,０００円とします。 

 今回の補正は、主に人件費の補正でございます。１月１日付の機構改革、人事異動、そして、

２月１日の人事異動に伴いまして、人件費の不足する科目が発生をいたしましたので、全体的に

人件費の組み替えをお願いするものでございます。それから、病気休暇、育児休養などに伴いま

す人件費の減額補正もあわせて行っております。 

 次に、１８ページをお開き願います。 

 ７款１項の商工費の９旅費、それから、１１需用費でございますが、ここでは、企業誘致担当
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職員を１月、２月の人事異動によりまして、２名、観光商工企業課の方へ配置をされています。

それに伴いまして、企業誘致を推進するための長崎県との協議、それから、候補企業との交渉の

ための旅費などを計上いたしております。 

 次に、２６ページをお開き願います。 

 給与費明細書の一般職総括の職員数でございますが、１名増になっております。これは、会計

間の職員の異動によるものでございます。 

 それから、給与費の中の職員手当の減額でございますが、病休、育休などの減額でございます。 

 それから、共済費につきましても、同理由でございます。 

 それから、職員手当の中の宿日直手当でございますが、７５万４,０００円減額をいたしてお

りますが、これは、老人ホームの分でございまして、一般職から嘱託職員の当直がふえたために、

職員給の職員手当の宿日直手当から支給しなくなったためでございます。 

 次に、簡易水道事業について説明いたします。 

 議案第２号平成１８年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）でございますが、第

１条、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出３１万２,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を１２億５,５０８万４,０００円とします。 

 簡易水道事業会計の補正につきましても、１月１日付の機構改革に伴うもので、職員の異動に

よるものでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

〔財政課長（久田 賢一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

〔建設部長（中原 康壽君） 登壇〕 

○建設部長（中原 康壽君）  それでは、議案第３号芦辺漁港浄化センター建設工事請負契約の締

結について、御説明を申し上げます。 

 芦辺漁港浄化センター建設工事請負契約を下記のとおり締結するため、地方自治法第９６条第

１項第５号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 提案理由は、末尾に記載のとおりでございます。平成１９年２月１３日提出、壱岐市長長田徹。 

 契約の目的、芦辺漁港浄化センター建設工事。２、契約の方法、指名競争入札。３、契約金額、

６億５,２９９万５,０００円。４、契約の相手方、福岡市博多区博多駅前４丁目１番１号、不動

テトラ・中原特定建設工事共同企業体、代表者、株式会社不動テトラ九州支店出向役員支店長

佐々木耕二。 

 続きまして、次のページをお開きいただきたいと思いますが、工事の概要を御説明いたします。 

 １、用地整備では、土砂の撤去６,５００立米。２、土木工事、処理水槽８４８平米。３、建
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築工事、管理棟、４５９平米。４、機械設備、ポンプ及び脱水機等でございます。５、電気設備、

動力制御盤及び監視装置等でございます。 

 ２、工期、契約発行の日から平成２０年２月２９日まで。３、入札状況はここに記載のとおり

でございます。 

 続きまして、次のページをお開きいただきたいと思いますが、位置図で申し上げます。 

 瀬戸のダイエーのすぐ近くにつばさがございますが、その西側で赤く塗っているところに建設

をするものでございます。 

 続きまして、次のページをお開きいただきたいと思いますが、建設工事の配置図をここに記載

をいたしております。 

 まず、管理棟でございますが、横が３３.２メーター、縦が１３.８メーター。面積で申し上げ

ますと４５９平米でございます。その西側に処理水槽を設置するものでございますが、横が

４３.９メーター、縦が１９.３メーター。面積といたしまして８４８平米でございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきますが、何とぞ、御審議賜りまして、御承認賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

〔建設部長（中原 康壽君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  喜多産業経済部長。 

〔産業経済部長（喜多 丈美君） 登壇〕 

○産業経済部長（喜多 丈美君）  議案第４号諸津漁港護岸（改良）工事請負契約の変更について、

諸津漁港護岸（改良）工事請負契約を下記のとおり変更するため、地方自治法第９６条第１項第

５号の規定により議会の議決を求める。本日の提出でございます。 

 契約の目的、諸津漁港護岸工事。契約の方法、随意契約、指名競争入札。変更後の請負金額、

１億５,６５５万５,０００円。変更前の金額が１億３,０１５万８,０００円でございます。 

 提案理由は、壱岐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条

の規定により、議会の議決を得る必要があるためのものでございます。 

 続きまして、中身の説明でございますが、次のページに図面を提示いたしておりますが、当地

区は護岸取りつけ部分の背後地に、現在、消波等を巻いておったわけでございますが、どうして

も、低いために越波をするということで支障があり、背後の用地が利用ができないため、今回、

改良するものでございます。 

 ３ページ目の大きい図面を見ていただきたいと思いますが、赤く塗っておるところにパラペッ

トのかさ上げをいたしまして、消波ブロックで、直線部分で６２メーター、それから、曲がりま

してトータルで８７メーターの消波を巻くということでございます。 

 それから、２５メーターの消波ブロックといいますのは、ここに黒い線がありますが、ここに
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消波を巻いておりましたのをとって、その消波を先に巻きつけをしてできるだけ消波効果を上げ

るということで移動をします。 

 今回、当初の入札の変更でこうなりましたのは、その下にグリーンで提示をいたしております

部分が、消波を巻くために、作業船が入っていきませんので、幅３４メーター、長さ５５メー

ターを、まず、作業船を入れるためにしゅんせつをして、当初は、そのしゅんせつをした部分は

そのままにしておこうということで地元と協議をいたしておったわけですが、貴重な根づけの漁

場であるために、もとに戻せということに相なりまして、今回、設計変更をして１億５,０００万

円を超えることになりましたので、今回、変更で提案するものでございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

〔産業経済部長（喜多 丈美君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  松本総務部長。 

〔総務部長（松本 陽治君） 登壇〕 

○総務部長（松本 陽治君）  議案第５号について御説明をいたします。 

 壱岐市附属機関設置条例の一部を改正する条例。提案理由は記載のとおりでございます。 

 本議案につきましては、イルカパークを核とする周辺の整備及びソフト事業などの開発につい

て、総合的な計画を審議、策定する機関として、壱岐北部海洋性公園開発計画検討委員会を新た

に加えるものでございます。施行日は公布の日としております。 

 御審議のほどをよろしくお願いいたします。 

〔総務部長（松本 陽治君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  説明が終わりましたので、議案の調査、研究のため、しばらく休憩をい

たします。再開を１０時３０分といたします。 

午前10時21分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時30分再開 

○議長（深見 忠生君）  再開します。 

 これから、日程第４、議案第１号平成１８年度壱岐市一般会計補正予算（第７号）の質疑を行

います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、議案第１号についての質疑を終わります。 

 次に、日程第５、議案第２号平成１８年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）の

質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、議案第２号についての質疑を終わります。 

 次に、日程第６、議案第３号芦辺漁港浄化センター（本体）建設工事請負契約の締結について

の質疑を行います。質疑はありませんか。２２番、近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  工事内容の中で、土砂の撤去が６,５００立米、この件につい

て、搬出先とか、処理の状況を聞きたいわけです。なぜかというと、今、初山開発用地にいろい

ろな土砂が搬入されているわけですね。それと一緒に市道の整備をされて草とか竹とか木あたり

が搬入されて、まあ、特別な飛散防止もないままですね、あの辺に一緒に埋められてる状況です。

私も確認しました。だから、ちょっと心配になって、この処理の状況を聞いたわけでございます。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  ただいまの件について御答弁申し上げます。 

 搬出先は、原の辻の復元事業、あそこに客土が要るということで、今のところ、石田の復元事

業のところに持っていくようになっております。 

 それと、泥の６,５００立米の件でございますが、これは余盛りを２メーターかさ上げをして

圧密のために盛り土をしておりましたので、これを撤去するというような工法になっております。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  じゃあ、今、言われたような工事で、差し引き、大体、数が合

うわけですかね、ゼロということで。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  プラスマイナスゼロでございます。 

 （「終わります。」と呼ぶ者あり） 

○議長（深見 忠生君）  ほかに質疑ありませんか。１番、音嶋議員。 

○議員（１番 音嶋 正吾君）  説明資料の中で、２ページ目に入札の状況が載っております。で、

議会に議決を求める折は、どれぐらい相当の工事のものがどういうふうにして落札されたかのい

うのを、やはり、公開すべきではなかろうかと考えておりますが、そこら辺の御見解を賜りたい

と思います。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  公開の件でございますが、入札会場で落札を決定した後に、すべて

予定価格から最低価格まで公表をいたしております。 

 なお、１億５,０００万円以上が、地方自治法で議会の同意を求めるということになっており

ますので、今回、提案をさしていただいておるところでございます。 

○議長（深見 忠生君）  １番、音嶋議員。 
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○議員（１番 音嶋 正吾君）  今、建設部長の発言はわかりますが、議会に対しては、公開はさ

れないのでしょうか。ここでは、どれだけのものがどういうふうになったということは、この資

料ではうかがい知ることはできませんが。 

○議長（深見 忠生君）  建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  合併して今まで、ここに公表をしておりませんですが、事実、入札

会場では公表しておりますので、議会側からこういった説明資料が求められた場合は、公表はで

きると確信をしております。ですから、今までの工事請負締結では、その結果はどっこも出てな

いと思いますが、今後、そういう、議会からの要望があれば提出をいたしてまいりたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  いいですか。工事の進捗状況での報告があっておるようですが、それは

関係ないわけですかね。 

 音嶋議員。 

○議員（１番 音嶋 正吾君）  入札会場では報告をされておると。この入札結果を御存じの議員

さんがどれだけいられるか。そして、議会に承認を求めてこられる上で、やはり、入札の透明性

を高めるためにも議会に対しては、私は、報告をすべきと考えておりますが、再度、御見解を賜

りたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  次回からは、きちんとそれは説明資料で添付するようにいたしたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  ほかに質疑ありませんか。瀬戸口議員。 

○議員（２０番  瀬戸口和幸君）  この名前からしますと、芦辺漁港浄化センターとなっておりま

すので、芦辺漁港関連ということからすると、私、最初の提案理由の説明で、喜多産業経済部長

関連かなと思っていたら、中原建設部長が説明したので、これはどの関連かなあということでわ

からなくなったんですが、類推するに、どうも、建設部長が言ったとこからすると、水処理セン

ター関係のことかなあということを思ったんですが、漁集関係の浄化センターですか。（発言す

る者あり）ということからすると、浄化センター、普通、浄化というと、上水道関係に使うとい

う気もしますし、郷ノ浦の下水関係だったら水処理センターという言葉を使っているんですよね。

そこら付近で、今、言いましたように、漁集関係の処理センターと解釈してよろしいんですか。

そうすると、その処理方式はどのような方式なのかということを説明願います。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

- 12 - 



○建設部長（中原 康壽君）  ただいまの件にお答えをいたします。 

 これは、漁業集落環境整備事業の中の集落下水道整備ということで、瀬戸浦と芦辺浦を漁業集

落で下水道整備をするということで、名称が、ここは水産庁の関係で補助事業をしている関係上、

こういった芦辺漁港浄化センターとなっております。 

 で、浄化センターの中身は、公共下水道と一緒でございまして、水槽を５つぐらいつくりまし

て、そこの中でろ過して海に放流するという方法で、何ら公共とは変わっておりません。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  瀬戸口議員。 

○議員（２０番  瀬戸口和幸君）  処理方式、まあ、水槽部に送りながらということで、正式な名

前は、ちょっと私も知りませんが、そうすると、郷ノ浦でやっている下水の処理の方式とは方式

的にはちょっと違うわけですね。（発言する者あり）いやいや、よろしいです。 

 あと、そして、名前の問題ですけどね。漁集関係ということですが、石田の山崎の施設はどう

いう呼び方をしてるんですか。ということで、浄化センターと、水処理の名前でちょっとこだわ

りますけど。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  石田の山崎の集落──漁集でございますが、下水浄化センターとい

うふうに命名をしてあるそうでございます。 

○議長（深見 忠生君）  瀬戸口議員。 

○議員（２０番  瀬戸口和幸君）  先ほどの件はわかりました。ということからすると、下水処理

センター、今度の芦辺の場合は浄化センター、その関係で、郷ノ浦の下水処理施設は水処理セン

ターいうことで、何か浄水関係の処理と、何か、すごく、言葉だけからすると、私たちが認識す

るのにこんがらがると思うんですが、そこら付近の統一はできないもんですかね。まあ、部長だ

けの見解ではできないと思うんですが、その辺どうですか。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  御指摘のとおり、各地区で命名が違うと思いますが、一応、ここは

仮称ということで浄化センターとしておりますが、そういった御意見を踏まえまして、もう１回、

ちょっと、名称を統一したものにしたいと思っておるとこでございます。 

○議長（深見 忠生君）  そのようなことで御理解をいただきたいと思います。 

 ほかに質疑ありませんか。倉元議員。 

○議員（１９番  倉元 強弘君）  私、ちょっとお尋ねしたいと思いますが、処理水槽が８４８平

米となっておりますが、これは、大体、立米数としてどのくらい入るのか、ちょっと説明をいた

だきたいと思います。 
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○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  先ほど、配置図で御説明いたしましたが、横が４３.９メーター、

縦が１９.３メーター、水槽が４メーター７０から３メーターとか、いろいろ水槽の高さが違い

まして、立米数といたしましては、大体１,４６７立米ですから、１,４６７トンということを計

画をいたしております。 

○議長（深見 忠生君）  ほかに質疑ありませんか。２１番、市山議員。 

○議員（２１番  市山  繁君）  今の関連ですけれども、これの処理能力ですが、これは、大体

満タンで、１,４６７トン、タンクが満タンのときはそうでしょうけど、処理能力、そしてまた、

大体、ここに受け入れられる受益者の数量ですかね、それはどのくらいですか。 

 それから、先ほど、音嶋議員が質問されておりました、入札後には業者には予定価格は公表し

ておるということですから、それは、すぐ予定価格はここででもわかっているのじゃないかと私

は思うわけですね。それで、予定価格が公表されると入札金額とその執行残がすぐわかるわけで

すから、どうせ、後から公表されているのなら、ここでも公表されると、私はこのように思って

おります。 

 それからもう一つ、これは、入札締結には関係ございませんが、あそこの道路、あれが年に二、

三回は水没するわけですね。なかなか、前は田んぼが道路よりも大分低かったわけですけれども、

今、埋め上げて道路より高くなったところもございます。そうしたことで、大雨のときは、あす

こは、浸かるおそれがあるが、その進入路についての計画とか、そういうことはありませんでし

ょうかね。これは入札に関係ございませんが、関連ですからお尋ねいたします。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  ただいまの件について御答弁申し上げます。 

 本集落下水道の計画処理人口は、瀬戸と芦辺で３,７１０人ということで、計画の処理が、

１日に１,０００立米ということで、瀬戸浦が２,１７９人、芦辺浦が１,５３１人で、計

３,７１０人ということで計画をいたしております。ですから、今回は瀬戸浦の１槽をつくると

いう、今回の締結をいたしておりますので、能力は十分検討してやっておると思っております。 

 それから、近年の洪水によりまして、年に二、三回冠水するというおそれがあるということで

ございますが、今、計画は「つばさ」の高さと一緒の高さで計画を持っておりますので、去年の

段階での雨量では、つばさが冠水をしておりませんので大丈夫ではないかと、今のところ確信を

いたしております。 

 それから、先ほど音嶋議員さんからも御質問がありました予定価格と最低価格の公表につきま

しては、ここに、今、手持ちを持っておりませんので言えませんが、今までの工事契約について、

議会の方に公表していなかったもんですから、ここに手持ちの資料として持ってきておりません
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ので、先ほど答弁いたしましたように、次回からはきちんと説明資料で出すように計画をいたし

ております。よろしくお願いをいたします。 

○議長（深見 忠生君）  いいですか。ほかに質疑はありませんか。２４番、赤木議員。 

○議員（２４番  赤木 英機君）  この件、質問ではございませんけども、執行部の方に一つお願

いをいたしたいのは、答弁は自信を持って言っていただきたいと、と申しますのは、郷ノ浦の水

処理は、あれは所管が違うわけですよ。そして、また、名称は、これは本来、予算要求するとき

に名称をつけて予算要求するわけですから、その点は執行部の方も自信を持って今後は答弁して

いただかないと、議会の方もそうかなそうかなではできませんものですから、ぜひ、その点を。

大体、郷ノ浦の事業とこちらの山崎、芦辺の事業は、本来、所管が違うわけですから、予算もお

のずと違ってきますし、また、名称も。そういうことで、今後はひとつ自信を持って答弁してい

ただきたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  以上のとおりですから、そのようなことでお願いをいたします。 

 中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  予定価格と最低価格の資料を、財政課長さんがたまたまお持ちでご

ざいましたので御報告をいたしたいと思います。 

 予定価格が、６億５,３４１万５,０００円です。最低が５億６,９５１万５,８００円でござい

ます。 

○議長（深見 忠生君）  ほかに質疑ありませんか。──質疑がないようですので、議案第３号に

ついての質疑を終わります。 

 次に、日程第７、議案第４号諸津漁港護岸（改良）工事請負契約の変更についての質疑を行い

ます。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、議案第４号についての質疑を終わります。 

 次に、日程第８、議案第５号壱岐市附属機関設置条例の一部改正について質疑を行います。質

疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、議案第５号についての質疑を終わります。 

 以上で、議案に対する質疑を終わります。 

 お諮りします。日程第４、議案第１号平成１８年度壱岐市一般会計補正予算（第７号）から日

程第８、議案第５号壱岐市附属機関設置条例の一部改正についてまで、５件については会議規則

第３７条第２項の規定により委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、議案第１号から議案第５号まで、

５件については委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから、議案に対する討論、採決を行います。 

 議案第１号平成１８年度壱岐市一般会計補正予算（第７号）の討論を行います。討論ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終わり、採決します。本案は原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１号平成１８年度壱岐市一般会計補

正予算（第７号）は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号平成１８年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）の討論を行い

ます。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終わり、採決します。本案は原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第２号平成１８年度壱岐市簡易水道事

業特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号芦辺漁港浄化センター（本体）建設工事請負契約の締結について討論を行い

ます。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終わり、採決します。本案は原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第３号芦辺漁港浄化センター（本体）

建設工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号諸津漁港護岸（改良）工事請負契約の変更について討論を行います。討論あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終わり、採決します。本案は原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第４号諸津漁港護岸（改良）工事請負

契約の変更については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号壱岐市附属機関設置条例の一部改正について討論を行います。討論ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終わり、採決します。本案は原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第５号壱岐市附属機関設置条例の一部

改正については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（深見 忠生君）  以上で、予定された議事は終了いたしましたが、この際、お諮りします。

今期臨時会において議決されました案件について、その条項、字句、数字、その他整理を要する

ものにつきましては、会議規則第４３条の規定によりその整理を議長に一任されたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。よって、そのように取り計らうことに決定しまし

た。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 これをもちまして、平成１９年第１回壱岐市議会臨時会を閉会いたします。大変お疲れ様でし

た。 

午前10時54分閉会 

────────────────────────────── 
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